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１１１１. . . . 「「「「松松松松ヶヶヶヶ崎城崎城崎城崎城をををを発信発信発信発信せよせよせよせよ」」」」    

 
松ヶ崎城跡は柏市指定文化

財であり、首都圏には珍しく

ほぼ完全に残った中世城郭

であるにも関わらず、聞いた

ことがない、どこにあるのか

知らないという柏市民も大

勢います。それに対し、松ヶ

崎城跡や周辺の遺跡につい

て、情報発信するために、①

松ヶ崎城祭りの開催、②紹介

資料の刷新を考えています。 

松ヶ崎城祭りは地域のイベ

ントとして過去2回開催しま

したが、昨年は放射線量が多

いため見送りました。今年は

会場を除染し、開催する予定

です。 

また、松ヶ崎城の紹介資料

として過去にビデオを作成

しましたが、平成 15 年の発

掘調査で判明した内容や周

辺地域の遺跡などの情報が

含まれておらず、今回紹介内

容を補完したうえで、紹介資

料を刷新することを想定し

ています。 

そうした一連の活動を「松

ヶ崎城を発信せよ！」という

テーマで平成 24 年度の柏市

の柏市民活動補助金の案件

として申請し、審査ののち承

認されて補助金交付が決ま

りました。 

 

２２２２. . . . 松松松松ヶヶヶヶ崎城紹介崎城紹介崎城紹介崎城紹介 DVDDVDDVDDVD 制作制作制作制作    

 

そして、このたび松ヶ崎城

の紹介DVDを制作することと

し、早速 5 月から撮影にはい

りました。当初は、以前作成

した VHS のビデオに、門跡な

ど城跡の説明で追加すべき

ものを追加し、編集する形に

しようかと思いましたが、結

局本格的に作り直す形とな

りました。その際、リポータ

ーは、過去に千葉氏の取材を

したこともあり、放送関係の

仕事をしていた富澤美奈子

さんに引き受けてもらい、映

像制作は TV 番組「どうぶつ

奇想天外」のディレクター経

験者の会社（柏市内）に依頼

しました。 

実は、このほど富澤さんに

インタビューしましたので、

その様子を掲載します。 

 

３３３３....リポーターリポーターリポーターリポーター役役役役をつとめたをつとめたをつとめたをつとめた

富澤富澤富澤富澤さんにさんにさんにさんに聞聞聞聞くくくく    

 

完成したＤＶＤについて

話を伺いたいと、富澤さんと

お会いしたのは、柏市大津ヶ

丘にある中村順二美術館の

カフェでした。お話の中で、

彼女のお宅が昔からの名士

であったことも判明。そこで、

彼女のお話に、森会長の解説

を交えてご紹介します。 

 

 
＜リポーター役の富澤さん＞ 

 

まずは、撮影に参加しての

感想から。 

「千葉県内にもたくさん

の城跡がありますが、中世の

城跡に足を踏み入れたのは

初めて。ものすごく趣のある

景色が目の前に広がってい

て、頭の中に鎧武者が駆け抜

けていく姿がよぎり、古代か

らのメッセージが聞こえた

気がしました。森さんの解説

もわかりやすく、郭とか腰郭

などの難しい言葉も、詳しく

説明していただきました。小

中学生のうちから、自分の住

んでいる所がどういう所だ

ったのかを知ることで、歴史

に興味を持つようになるの

ではと思います。ですので、

これが、子供たちの地元の歴

史を知る良いきっかけにな

ればいいなと思いながら、撮

影に臨みました」 

かつて放送関係の仕事を

していたという彼女。そのこ

とについても、話してくれま

した。 

「電話回線を利用した、千

葉市と四街道市限定のコミ

ュニティ放送局の社員だっ

たんです。いくつかの音楽番

組の他に、市役所からのお知

らせやイベント情報など、

様々な情報を提供するチャ

ンネルがあり、そのアナウン

スをやっていました。この時、

千葉市の郷土博物館からの

依頼で、歴史番組もやったこ

とがあるんです。千葉日報に

連載されていた、たしか『千

葉氏探訪』というタイトルだ

ったと思うのですが、その記

事をベースに、子供たちにも

分かりやすい番組をという

ことで。私、歴史は苦手だっ

たんですけど、図書館に行っ

たりして、自分たちで調べて

番組作りをしていました」 

歴史は苦手と言いながら

も、彼女のお宅のことも含め、

今は歴史に興味津々のご様

子です。 

 

手賀沼が海だったころ  

_____________________________________________________________歴史・環境・遊び・夢_ 

「松ヶ崎城を発信せよ！」 紹介紹介紹介紹介ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤのののの制作制作制作制作    
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４４４４．．．．歴史遺産歴史遺産歴史遺産歴史遺産をををを未来未来未来未来にににに    

 

「歴史、苦手だったんです

よ。でも、段々分かるように

なって、大人になってからで

も勉強できるんだなぁと

（笑）。うちにある史料に関

しても、祖先がきちっと保存

してくれればよかったんで

すけれど。でも、うちの仏壇

にすごく立派な位牌がある

んですよ。長さが 50 センチ

位ある大きな、黒漆塗りの立

派なものです。『清賢院殿心

誉忠節大居士』という戒名の

わきに、松平新九郎って書い

てあって、それで、もしかし

たらうちは由緒ある家だっ

たのでは、ということで調べ

始めたんです。松平新九郎さ

んは、平戸領主の旗本です。

そのお位牌が何でうちにあ

るのか･･･。亡くなった祖父

の話では、かつては長屋みた

いな女中部屋もあったそう

で、本当はいろいろな書物や

小判、刀などもあったらしい

です。残念ながら、今は普通

の住宅で、かつての家の写真

すらも残っていないのです

けれど…………」 

 

 
＜八千代市内の新川風景＞ 

 

【江戸時代、千葉郡平戸村

（現在の八千代市平戸周辺）

の領主だったのは松平氏と

今村氏の二家の旗本。富澤さ

んの家のあった地区は松平

氏の所領で、位牌に刻まれた

人物・松平新九郎正修は松平

家が平戸領主となって 12 代

目と思われます。この人は、

下総、上総、上州、合わせて

1500 石を知行し、今の東京・

四谷に 504 坪の屋敷を構え、

小姓組頭及び使番を務めて

いた人物。文久元年（1861

年）に没しています。その

子・新九郎が、明治の初めに

富澤家の敷地内に居住して

いたのではないかと思われ

ます。その後子孫は、19 代目

当主が神奈川県に在住して

いることを確認されたそう

ですが、ご子息は戦死し、ご

当主も今は故人となってい

ます。（補足解説：森 以下

同）】 

また彼女のお宅は、八千代

市郷土歴史研究会の会報で

紹介されたことがあるそう

です。 

「実は八千代市郷土歴史

研究会の会長をなさってい

る村田一男先生は、高校の時

に習った先生なんです。うち

の位牌の事をきっかけに、５

年位前だったと思うのです

が、いろいろと調べてくださ

ったんです。敷地内にある氏

神様のことなども調べてく

ださって、それで、祖先に私

塾を開いて算術や筆道を教

えていた人がいたという事

も分ったんです。実は、親戚

が昔の教科書のようなもの

を保存してくれていて、私に

息子が生まれた時に、記念に

と下さったんです。なので、

子供達には、しっかりと氏神

様にお祈りをするようにと

話しているんですけど（笑）」 

【八千代市郷土歴史研究会

の会誌『史談八千代』による

と、富澤家の氏神様として祭

られている四つある石祠の

一つに、私塾を開いていた人

の名前と、14 名の弟子の名前

が刻まれているそうです。そ

の石祠に刻まれている内容

から、その方は算術（いわゆ

る和算）に精通していたと思

われ、文政元年の脇書きがあ

る「最上流大塚算法記」とい

う和算の本が富澤家に残さ

れています。】 

もっといろいろと調べて

みたいけれど、かなり時間が

かかりそうと仰っていた富

澤さん。最後にこんなメッセ

ージも下さいました。 

「今回、こちらのホームペ

ージで勉強してから撮影に

臨みました。このＤＶＤでは

リポーター役でしたけど、私

は元々映像よりナレーショ

ンの方が専門なので、ナレー

ションも全部やりたかった

なぁと思っています。なので、

ボランティアでもいいです

から、また機会があったら、

ぜひ呼んでください」 

 

 
＜撮影風景＞ 

 

５５５５....作成作成作成作成したしたしたした DVDDVDDVDDVD をををを学校学校学校学校、、、、図図図図

書館書館書館書館へへへへ    

    

作成した DVD60 セットは柏

市に寄贈し、柏市立の中学校、

高校、さらに柏市の図書館に

も配布しようとしています。 

ＤＶＤの収録時間は 25 分

ほどで、松ヶ崎城跡の解説が

中心ですが、なるべく分かり

やすいようにコンパクトに

まとめました。 

一般には1,200円で頒布予

定。ご入用の場合は当会役員

までご連絡を。（藤田） 
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はじめにはじめにはじめにはじめに（（（（講演講演講演講演のののの概要概要概要概要））））        

        
去る４月 22 日（日）午後 1

時 30分～3時 30分、柏中央

公民館講堂にて、当会の総会

時の講演会として、一橋大学

教授の吉田裕氏を講師とし

てお招きし、「アジア・太平

洋戦争期における戦争指導

と民衆」と題した講演を行っ

て頂きました。 

吉田裕氏は、現在一橋大学

教授ですが、近現代日本政治

史、軍事史の第一人者として

有名な方です。岩波書店の

「アジア・太平洋戦争」、「昭

和天皇の終戦史」など著書も

多数。 

今回、無謀にも開戦に踏み

切ったアジア・太平洋戦争に

おいて、軍部、宮中の元老・

重臣などの戦争指導は様々

な体制上の対立、矛盾をはら

みながら進められた、その戦

時体制に民衆は組みこまれ、

大きな戦禍を被った末、敗戦

となった。民衆は単なる「被

害者」という側面では捉えら

れない面もある、総力戦が労

働者などの地位向上をもた

らした側面もあったなど、具

体的な史料をもとに講演し

て頂きました。   

あわせて行った、戦争遺跡

の写真等の展示は朝日新聞

に紹介され、この講演会だけ

で101名の来場がありました。 

以下、吉田先生の講演内容

を抜粋して掲載いたします。 

 

 

 

 

１１１１．．．．繰繰繰繰りりりり返返返返されるされるされるされる問問問問いいいい    

    
（前略）日本はなぜ、あの

無謀な戦争、これを回避でき

なかったのか。開戦時の国力

でみると、国民総生産でみる

と、アメリカは日本の11.8倍、

12倍の国力の差があるので

すね。日中戦争以降日本は軍

拡張に努めてきましたので、

アジア太平洋戦争の開戦時

には太平洋においては、少な

くともアメリカを上回る軍

事力を日本は持っているわ

けですけど、アメリカの戦争

経済が本格的に稼働しはじ

めると、戦力比はすぐ逆転し

てしまう。それだけの国力の

差があったわけです。 

同時代史的にみても、この

戦争ははたして勝てるのか

ということを考えてる人た

ちはかなり多かった。勝算が

立たない戦争ではないかと

いう考えを持つ人は多かっ

た。他方で最近の国際関係と

か、外交史関係の分野の研究

では、少なくても日米の間で

は、戦争をしてまで解決しな

ければならなかったような

大きな対立がはたしてあっ

たのかという疑問があるの

です。日英間には、かなり大

きな対決があります。イギリ

スは東南アジアに広大な植

民地を持っているわけで、そ

れを巡る争奪戦。日英間には

根本的なそういう利害の対

立があるわけですけど、日米

間にはたしてそういうもの

があったのか、いうことは疑

問視されている所なんです。 

実際、同時代史的に見ても、

ここに書きましたけど、英米

可分論とか不可分論という

議論があった。英米可分論と

いうのは、英と米の間にくさ

びを打ち込んで、イギリスと

だけ戦争する、アメリカとの

戦争は回避するっていう考

え方ですね。それが同時代史

の中にもあったわけです。そ

ういうことがあって、なぜあ

の戦争を回避できなかった

のかっていう問いが出てく

るわけですね。もうひとつは

この国の現実、混迷を続ける

日本政治のいらだちとか、そ

れから閉塞感のようなもの。

それが過去の失敗に眼を向

けさせるっていう、こういう

傾向が最近特に強いと思い

ます。(略) 

この講演でも、この問いに

ついてわたしなりの考えを

述べさせていただきたいと

考えております。ただし、こ

の「日本国の失敗の本質」と

かNHKスペシャルは、ある程

度答えが見えちゃってるん

ですね。政治的なリーダーシ

ップが足りなかったとか、官

僚機構のセクショナリズム

が原因だったとか、そういう

ある程度答えが見えてしま

っている面があるので、単に

そういう結論だけではなく

て、もうちょっと広く、戦前

の明治憲法体制というのを

どう見たらいいのかとかい

うようなことを考える必要

がある。さらに問題は政治家

や官僚、軍人、あるいは組織

だけにあったのか、国民はど

うなるのかというような問

題。民衆と戦争との関わりっ

ていうことについても考え

てみたいと思います。 

 

 
＜霞ヶ浦海軍航空隊の水上機＞    

    アジアアジアアジアアジア・・・・太平洋戦争期太平洋戦争期太平洋戦争期太平洋戦争期におけるにおけるにおけるにおける戦争指導戦争指導戦争指導戦争指導とととと民衆民衆民衆民衆 

講演者講演者講演者講演者：：：：吉田吉田吉田吉田    裕氏裕氏裕氏裕氏（（（（一橋大学教授一橋大学教授一橋大学教授一橋大学教授））））  

    4 月 22 日講演会 
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２２２２．．．．アジアアジアアジアアジア・・・・太平洋戦争期太平洋戦争期太平洋戦争期太平洋戦争期

のののの戦争指導戦争指導戦争指導戦争指導のののの特徴特徴特徴特徴    

    
漢数字の一、日本の戦争指

導の特徴って書きました。一

番目の特徴は統一的な国家

戦略とか、一元的な戦争指導

機関が存在していないとい

うことですね。ちょっと日本

の戦前の組織を説明すると

ややこしいんですけど、まず

陸海軍について初歩的に説

明させていただくと、ご存じ

の方が多いと思いますが念

のためですが、陸軍の場合に

は陸軍大臣をトップとする

陸軍省と、作戦や用兵をつか

さどる参謀総長をトップと

する参謀本部、この 2 つがあ

るわけです。海軍に関しては

海軍大臣をトップとする海

軍省と、作戦用兵を所管する

軍令部総長、そしてそのもと

に軍令部というものがある

わけです。 

資料1の右上の⑥っていう

ものを見ていただきたいの

ですけれど、これは戦前の日

本の官僚機構を平面図で表

すのは非常に難しくて、これ

もちょっとわかりづらいと

言えばわかりづらいのです

けれど、天皇が右上にあって、

その下に国務大臣があって、

国務各大臣によって閣議が

構成されている。その中に陸

軍大臣、海軍大臣もいる。そ

して陸軍大臣のもとに陸軍

省、海軍大臣のもとに海軍省

がある。そして天皇のところ

から左にずっとのびていく

と、天皇に直結するかたちで

大本営があり、軍令部総長、

軍令部、参謀総長、参謀本部

があるっていうかたちにな

ります。それが前提になりま

す。 

で、重要国策、戦争をする

とかしないとかそういう重

要国策は、大本営政府連絡会

議、そこに天皇が臨席すると

御前会議、ここで決定されま

す。憲法上は天皇の大権の補

佐にあたるのが国務大臣で

すので、国務大臣が構成する

閣議で決めることになりま

すけど、実際上決めているの

は大本営政府連絡会議もし

くは御前会議。そこでの決定

を閣議におろして閣議で追

認するっていうようなかた

ちで、アジア太平洋戦争の開

戦は決められるんですね。 

それについては資料1の②、

御前会議と書いた僕の資料

を載せておきました。開戦行

為や戦争指導など重要国策

を決定するために天皇が臨

席して開催される会議。法制

上の根拠はないが、通常政府

と統帥部、これは参謀総長、

軍令部総長がトップですけ

ど、統帥部の代表が出席する

会議に天皇が臨席して御前

会議となる。日中戦争の勃発

に伴って大本営が設置され

ます。これに関連して国務と

統帥との間の関係を調整し

て、戦争指導を一元化する目

的で大本営政府連絡会議が

つくられるわけです。 

構成メンバーは政府を代

表する首相、外相、陸相、海

相など、統帥部、作戦関係を

代表する参謀総長、軍令部総

長などの協議機関ですね。こ

れが重要国策を決定する場

合には天皇が臨席して御前

会議となる。この御前会議と

いう組織は、憲法上の機関で

はありません、法的な根拠の

ある機関ではない。もうひと

つは先ほどお話ししたよう

に、憲法上の輔弼機関、天皇

を補佐する機関は、国務各大

臣が構成する閣議なんです

けど、それがしだいに御前会

議あるいは大本営政府連絡

会議の決定を追認していく

機関になってしまう。さらに

御前会議あるいは大本営政

府連絡会議に作戦面の代表

者として、出席している参謀

総長や軍令部総長、これが厳

密に言えば憲法上の輔弼責

任者じゃないんですね。天皇

を輔弼する、補佐をするとい

う。これはあとでちょっとお

話ししますけど、というもの

として憲法上決められてい

る機関、責任者ではない。そ

れにもかかわらず開戦とか

講和のように、明らかに天皇

に属する外交大権、この外交

大権にかかわる事項で、国務

大臣が、特にこの場合は外務

大臣ですが、国務大臣が輔弼

すべき事柄にまで、陸海軍の

統帥部長、参謀総長と軍令部

総長が介入をして、事実上拒

否権を持ってしまう。こうい

うちょっと異常な事態にな

っていくわけです。 

 

 
＜受付風景＞ 

 

元のレジュメのほうに戻

っていただいて、大本営政府

連絡会議で、大本営は有事に

天皇の下に設置される最高

作戦機関だが、事実上は参謀

本部が大本営陸軍部に、海軍

の軍令部が大本営海軍部に

改編される。御前会議、大本

営政府連絡会議とも法的な

根拠はないということです

ね。こういうものができるわ

けですけれども、これを統一

した戦争指導機関には結局

はなれずに、政府の代表と統

帥部の代表の連絡調整機関

4 
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にすぎない、大きな指導力、

統一した国家戦略を作るよ

うにならないのですね。こう

いう分立した組織がまずあ

る。戦争指導機関としては分

立しているわけです。その結

果、そこでなされる決定って

いうのはどういう性格を帯

びてくるかっていうと、常に

両論併記、あるいは折衷案、

こういう性格が非常に強く

なります。そういう点では統

一した国家戦略っていうの

がなかなか形成されないと

いうことになります。 (略) 

 

 
＜講演の様子＞ 

 

それから3番目に陸海軍の

分立と対立の深刻さ。陸軍海

軍が並立、分立していて、そ

の間の協調が保たれていな

い。予算・資源・資材の奪い

合い。それから統一した作戦

計画がないのですね。陸海軍

が統一した作戦計画を最初

に作ったのは、実に 1945 年 1

月 20 日、戦争が終わった年

の 1 月ですね。1 月 20 日。こ

れは「帝国陸海軍作戦計画大

綱」本土決戦のための作戦計

画、これで初めて統一した作

戦計画ができるのですね。そ

れだけ平たく言えば仲が悪

い、強調ができない、そうい

う面では作戦計画の面でも

現れていてですね、作戦計画

に関しても統一した作戦計

画がない、共同作戦がなかな

かできないということにな

ります。(略) 

それからもう 1 つ深刻さ、

分立の深刻さとして、これは

政府レベルでも言えること

ですけど、重要な情報が共有

されないということ。アジア

太平洋戦争は、日本軍は情報

戦の完敗だったってよく言

われますけどね、日本の外交

電報はほとんど解読されて

筒抜けになっている、それか

ら日本の軍の暗号電報も解

読されて、山本五十六連合艦

隊司令長官は、暗号の解読に

成功した米軍機の待ち伏せ

によって撃ち落とされてし

まうわけですよね、で、戦死

をするという。情報戦の面、

特に暗号解読の面では日本

軍はアメリカに完敗したと、

連合軍に完敗したと言われ

ています。ただし、最近の研

究では陸軍はかなり暗号解

読能力が高いのですよね、こ

れは太平洋戦に備えていろ

いろと準備したりしていま

すので、情報戦全体は日本の

陸海軍の中では軽視されて

いるのですけど、暗号解読能

力はかなり高くて、米軍の暗

号も含めて陸軍が解読に成

功していたということがわ

かってきました。ところが問

題なのが、その解読した暗号

が共有されない、あるいは上

にあがらないというわけで

すね。(略) 

 

３３３３．．．．戦時戦時戦時戦時のののの民衆像民衆像民衆像民衆像をどうをどうをどうをどう捉捉捉捉

えるかえるかえるかえるか    

    
(略) 民衆はみんな戦争

に反対で、ただその反対に意

思表示できなかったんだと

いうふうなとらえ方。これが

1つあるわけですね、オーソ

ドックスなとらえ方として。

被害者としての民衆、そうい

う捉え方と言っていいと思

います。 

しかし一方で、問題は簡単

には行かない面が、そう簡単

に割り切れるのかっていう

ことがあります。確かにただ

そうした面は否定すること

はできない。学校教育を中心

にして、徹底した愛国教育が

行われていて、地域社会の中

にも町内会、部落会を通じて

国民的な支配が図られる。マ

スメディアも戦争プロパガ

ンダに明け暮れるというこ

とです。それから異論をうつ

者に対しては、激しい弾圧が

加えられるっていう、そうい

う事態があります。 

戦前の日本でも拷問によ

る自白の強要は違法なんで

すけれど、実際には警察の現

場では拷問、特に治安維持法

っていう法律がありますよ

ね、これで逮捕された人々に

は拷問が加えられていたと

いうのは紛れもない事実で

すし、資料 3 の左側のところ

に、資料をあげておきました

けど、1928 年から 45 年まで

に5,160人の人が起訴されて

いる。治安維持法違反で、こ

れ朝鮮人を含みますけれど。

その中で犠牲者だった人た

ちが国家賠償を求めていて、

その団体の調査によれば、明

かな虐殺死、小林多喜二が有

名ですけど、80 人。拷問虐待

が原因で獄死したのが114人。

病気その他の理由による獄

死、1,503 人、とういうふう

になっています。 

こういうかたちで、異論を

許さない社会であったこと

は事実なわけです。で、そう

いう面が確かにありますの

で、犠牲者としての民衆。十

分な情報を与えられないま

まに状況に振り回されてし

まったということも確かに

言えるわけです。 

それから被害者としての

側面ということを考えてみ

ますと、日中戦争の長期化に

よって、国民生活っていうの

5 
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は急速に悪化をしていきま

す。それについては、資料 2

の左の真ん中の所です。2 段

落目の所を見てください。 

第 1 の特質としては戦争、

戦時体制の強化と国民生活

の窮乏化が常に並進したと、

いっしょに進んだと、この点

では同じファシズム陣営に

属していたとはいえ、ドイツ

と日本との間には際立った

違いがあった。これあとで読

んでおいて欲しいんですけ

れど、日本の場合には戦前の

日本は基本的には軽工業を

中心の産業構造です。それを

日中戦争以降、計画経済のも

とで急速に軍事産業、重化学

工業を発展させなければな

らないということになった

わけです。平たく言えば、民

需を切り捨てて軍事を拡充

するっていうことです。民需

にまわしていた資金とか資

材とか労働力、そういうもの

を根こそぎ軍事産業のほう

にもってっちゃう。国民徴用

令っていうのができますけ

れど、これは例えば中小の商

店街とか、町の商店街で働い

ていた人や中小のいわゆる

平和産業で働いていた人た

ちを、強制的に軍事産業に移

して、そこで働かせるという

制度ですけど、こういうこと

をやって軍事産業を拡充し

ていったわけです。ですから

軍事生産が拡充されるって

ことは国民生活が悪化して

いくっていうこととイコー

ルだったわけです。 

 

 

で、一番右下の表を見てく

ださい。これを最近の経済史

の側の研究からとりました。

戦前期の個人支出、1934 年

36 年あたりが戦前日本で一

番、おそらく都市部を中心と

しては比較的豊かな生活が

広がった時期なんですね。日

中戦争でだめになっちゃい

ますけど、ともかく 34 年か

ら6年ぐらいの時期が国民生

活が比較的豊かだった時期。

昭和恐慌の打撃から回復し

て、比較的豊かになった時期

なんですけど、そのあとの落

ち込み方を見てみると、これ

個人の消費支出ですけど、飲

食費で見ると 1945 年で 95、

100 を割って 95 になってし

まっている。衣服費の場合に

は 1938 年の段階で 100 を割

ってしまっている。さらに光

熱費の場合には 1939 年です

か。住居費の場合には 1938

年。雑費で 1939 年ですか。

こういう形でアジア太平洋

戦争の開戦が始まる前に、も

うすでに国民生活はさがっ

てきちゃってるわけですね。

ドイツのほうが下がり方が

ゆるやかだって言われてい

ます。ドイツのほうがもとも

と重化学工業が発達してま

すし、ドイツのほうは軍需生

産を時には少し切り下げて

でも国民生活を確保するっ

ていう考え方がかなり強い

ので、国民の食生活の確保っ

ていうことを非常に重視を

しますので、重化学工業化が

日本より進んでいたという

こともあって、落ち込み方が

緩やかなんです。日本はごそ

っとほんとに落ち込んでる、

いうことになります。そうい

う面を見てみますと、確かに

戦争で非常に大きな被害を

受けたということがありま

すので、被害者としての国民

という、そういう考え方が当

然あり得るわけですね。 

しかし一方で単に受動的

な戦争参加、戦争協力だった

のかっていう意見もあり得

ます。例えば⑰のところの資

料です。荒井信一先生が書か

れた「戦争責任論」ですね。

ここで第 2 段落目ですけど、

第1次世界大戦の影響ってい

うのが非常に大きいんじゃ

ないかっていうことを強調

されてます。総力戦としての

第 1 次世界大戦、これはほぼ

一般の軍人の死者と同じく

らいの民間人の死者が出て

るわけですね。第 2 次世界大

戦の場合は民間人の死者の

ほうが軍人の死者を上回る

ということになります。ここ

は大きな違いなんですけれ

ども、それでも第 1 次世界大

戦の場合でも多数の民間人

の死者が出た、軍人の死者に

匹敵するくらいの死者が出

たわけです。その中で非常に

大きな、文化的にも思想的に

も非常に大きな影響を第1次

世界大戦は欧米諸国に与え

た。それに対して日本はどう

なのかっていうことですけ

ど、2 段落目、「むしろ欧米諸

国から火事場泥棒的と表さ

れたような中国進出を行い、

経済的にも戦争景気の中で

重化学工業を確立し、また戦

争成金を創出させた。日本の

ほうが大戦の利益者であっ

て、そのことが日本の指導者

の大戦を契機とする戦争観

の転換を共有することを妨

げた。また極論をすれば、日

本が昭和期の戦争を 19 世紀

的な観念で遂行する結果を

もたらしたともいえよう」

云々って書いてありますけ

れど。これは政策決定者のレ

ベルでの話での話ですけれ

ど、日本の国民のレベルでも

その記憶はあると思うんで

すよね。戦争は、平たく言え
＜展示の様子＞ 
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ば儲かるっていうところで

すよね。そういう安易な考え

方に傾きがちになるという

こと。他方でアジア諸国に対

する優越意識とか、蔑視意識

っていうのもまた存在する。 

それからもう 1 つ、重要な

点なのですけれど、最近総力

戦研究とか総力戦体制研究

とかっていうのが非常に進

んでいます。これは社会史の

分野での研究が進むんです

けど、どういうことかと言い

ますと、総力戦、国家の総力

をあげて、戦争目的を達成す

る。そのためにさまざまなこ

とが行われるわけです。総力

戦には一方であんまり単純

化できないのは、総力戦で戦

力にならないものは排除し

たり切り捨てたり、例えばハ

ンセン病の患者、優生保護法

っていうのができて、断種手

術ができるようにしたり、戦

争に行っても役に立たない

人は、社会の中から排除され

ていくという面がある一方

で、戦争遂行のために戦力を

増強するために、今まで社会

の周辺にいたような人たち

も社会の中心に組み入れて

いくっていう、ひとことで言

えばそういう面があるわけ

です。 

それについては資料3の左

の上です。ここで注目する必

要があるのは、総力戦の遂行

が経済だけでなく、旧来の社

会秩序や社会関係をも大き

く変動させるっていうこと

です。一番わかりやすい例で

言うと、例えば地主小作。小

作農ですけど、戦前の地主制

のもとでは生産物の半分ぐ

らい、多い場合では地主が持

っていっちゃうわけです。で、

小作農のもとにはほとんど

残らない。そういう体制のも

とで農民の勤労意欲もあが

らないし、農業生産もあがら

ない。しかし戦争遂行ってい

う絶対的な目標がある中で、

農業生産は維持拡大しなけ

ればならない。となってくる

とどうなるかというと、地主

の利益をおさえる。直接生産

者である小作農を保護する

っていう政策に変わってい

っちゃうんです。ですから戦

時下、経済的農村でおこって

いるのは、地主制が後退して

いくっていうことです。だか

ら敗戦後に農地改革が行わ

れますけれど、これは GHQ の

政策ですけれど、その前提は

実は戦時下に作られていく、

地主の地位が落とされてい

くっていうことです。そうい

う面がある。 

それから今までの伝統的

な価値観で言えば、高学歴の

女性は高等女学校に行って、

そのあと花嫁修行をして家

に入るっていう考え方が一

般的だったわけですけど、そ

ういった人たちも勤労動員

で工場に動員する。女性の社

会進出みたいなことが一定

程度起こっているんです。 

そういうことを考えます

と、総力戦を遂行する中で、

社会的な上下の格差が縮ま

っていく、平準化っていうん

ですけど、そういう面がある。

社会の周辺にいた人たちも、

国民の中に組み入れていく。

そういう面があるわけです。

あんまりこの面強調しすぎ

ると問題はあるんですけど、

労働者の場合でも、軍事産業

で働く、例えば航空機産業で

働く労働者は、配給なんかの

面でも優遇される。で、あな

たたちこそが国を支えてい

るんだというかたちで戦意

高揚がはかられる。勤労者、

労働者の側も戦前の場合に

は職員といわゆるブルーカ

ラーの労働者の間には、非常

に大きな身分的な差があっ

て、職場の出入り口も違うわ

けですよね。職工さんと職員

との間は。そういうものがだ

んだん失われていく。 

 
戦前の日本の労働運動の

場合には、人格承認権って言

われますけれど、一番大きい

のは賃金とか労働条件の問

題もありますけど、自分たち

の人格を認めて欲しいって

ことなんですね。同じ日本国

民として。それが戦前の労働

運動の根底にあると言われ

ている人格承認を。それに戦

時体制がこたえていくわけ

です。勤労者が、あなたたち

が日本の戦時体制を支えて

いるんだということが言わ

れる。そして、勤労者のさま

ざまな文化運動が始まりま

す。いわゆる戦後の歌声運動、

ご存じでない方が多いかも

しれないですけど、歌声運動

とかああいう職場でのサー

クル活動とか、そういうもの

が戦時中からはじまって、戦

後につながっていく面があ

るわけです。労働者の地位の

向上っていうこと、こういう

ことと関連していくわけで

すから、やっぱりそういう戦

争協力、戦争参加の中で戦時

下の総動員政策は、民衆の参

加要求とか改革要求、こうい

うものをくみ上げる、ある程

度くみ上げていくという面

があるわけですね。 

民衆の場合には満州事変

以降も最近の研究では、参加

とか改革っていうことに対

して非常に強い要求のうね

りがある。それが満州事変の

勃発によっても、勃発によっ

て軍国主義一色に必ずしも

染まるわけではなくて、改造
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改革への動きっていうのは、

要求っていうのはずっと続

いているということが言わ

れています。それをくみあげ

ていく。戦争協力っていうか

たちで国の側がくみあげて

いく、こういう状況があるわ

けです。(以下、略) 

＊＊＊ 

講演会では活発な質疑応答

も行われました。なお、あわ

せておこなった展示では、写

真家の渡邉祐一氏、染谷毅氏

の戦跡写真、市川の赤レンガ

をいかす会から借用した国

府台の陸軍が使用した赤レ

ンガ倉庫のパネルや当会の

各種パネルなども展示しま

した。展示のご協力に感謝い

たしますとともに、お忙しい

中遠路来ていただいた吉田

先生には改めて感謝いたし

ます。 

 
 

 

 

 

        
 

 

須藤力五郎、本多田中藩

４万石（現在の静岡県藤枝市

田中）の外神田上屋敷に生ま

れる。千葉周作の神田お玉ガ

池・玄武館道場で北辰一刀流

を学び、幕臣や水戸藩士など

と密接に交流。 幕末の慶応

元年（西暦１８６５年）、第

２３代・田中藩船戸代官に就

任。 船戸代官所は、現在の

柏市船戸と藤心にありまし

た。 

本多正重が大阪の陣の功

績により、元和２年（西暦１

６１６年）家康から下総相馬

１万石を加増されて以来幕

末まで、当地は代官が管理す

る田中藩飛び領地でありま

した。 

幕末、鳥羽伏見戦に破れ

た幕府軍や新撰組などの佐

幕派は、上野の戦いなどにも

敗戦、奥羽列藩同盟軍に加担

するため、陸続と流山街道を

北上してきました。 

須藤は、流山街道にある

加村陣屋（現在、流山市博物

館）を拠点として、佐幕派諸

兵に寺院など宿舎や炊き出

しに尽力しました。しかし、

田中藩主・本多正納（まさも

り）は、すでに天皇に恭順し、

勤皇方であったため、須藤を

罷免し謹慎を厳命したが、彼

は彰義隊に合流して、佐幕活

動を続けていた。 

藩主に累が及ぶのを恐れ

た藩上層部は、陣屋内道場の

剣術師範などによる力五郎

の暗殺を図り、利根川堤で討

ち果たしました。時に慶応４

年（西暦１８６８年）８月２

１日、首は流山加村の光照寺

裏手の池で洗われ、首実検の

後、同寺に葬られた。戒名は

無量斉投岳龍呑居士。墓石に

剣友の山岡鉄舟による須藤

力五郎の墓の揮毫がある。 

光照寺は、元船戸代官所

陣屋の近くにある。 慶応４

年９月８日、明治に改元。 

柏市船戸の代官所跡地付

近に不動堂・弁天池・善哉庵

がある。 善哉庵は初代代官

の田中権右衛門と第１６代

平久（または平楽、たいらく）

新五衛門とその子孫の墓が

ある 100ｍ四方程度の墓地で

ある。田中姓および平久姓は、

この地に多数おります。 

 

 

 

 

 

 

 

    

植物観察会植物観察会植物観察会植物観察会    
 

この 7 月 7 日(土)10 時か

ら 12 時、松ヶ崎城跡で植物

の観察会を行ないました。説

明は当会役員の川上さん。前

日は雨でしたが、通路の草刈

がしてあったので、予定通り

観察会が出来ました。参加者

は 11 名。 

 

 
＜植物観察会の様子＞ 

 

ここ数年、チダケサシが

増えてきましたが、柏市内で

は今では松ヶ崎城跡と手賀

沼沿岸の一部地域くらいに

しか見られないようです。 

 

 
＜城跡のチダケサシ＞ 

 
＜珍しいマムシグサ＞ 

 

他にすっきりと青いアキ

ノタムラソウの花、地味です

がオトコエシ、ヒヨドリバナ

の花などが咲いていました。 
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手賀沼が海だったころ  
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